
金目川真夏の水温調査結果　2019年8月

℃ ℃ ℃

担当 河川名 県 市 調査地点橋 採水日 採水時間 天気 前日天気 気温 現地水温 水温前年比 特記　

岩本 渋田川 神奈川 平塚 渋田大橋 2019/8/11 13時30分 晴れ 晴れ 33.4 30.3 プラス3.9 魚いない、川濁っている、ヨシ・アレチウリ・ブタクサ生えているがきれいに刈られている。

岩本 渋田川 神奈川 平塚 土安橋 2019/8/11 13時00分 晴れ 晴れ 30.5 29.5 プラス3.3 魚いない、川濁っている、ヨシ・アレチウリ・ブタクサ生えているがきれいに刈られている。

岩本 渋田川 神奈川 平塚 美里橋 2019/8/11 13時10分 晴れ 晴れ 30.7 30.2 プラス4.2 魚いない、川濁っている、ヨシ・アレチウリ・ブタクサ生えているがきれいに刈られている。

越光 金目川 神奈川 平塚 観音橋 2019/8/12 10時50分 晴れ 晴れ 32 26 プラス2 ヨシ、オオイヌタデ、オオブタクサ、ヨモギ、ススキ。生き物見えない。鮎多数見える。

越光 金目川 神奈川 平塚 土屋橋 2019/8/12 10時35分 曇り 〃 31 25 プラス2
ヨシ、オオイヌタデ、アレチウリ、オオブタクサ、数珠玉、クズ。生き物見えない。水遊びの人が

見える。魚影見えない。

越光 金目川 神奈川 秦野 南平橋 2019/8/12 10時25分 曇り 〃 30 24 プラス2
ヨシ、オオイヌタデ、数珠玉、アレチウリ、オオブタクサ、クズ。生き物見えない。中学生が水遊

び。魚影見えない。

小林 渋田川 神奈川 伊勢原 石橋 2019/8/9 10時30分 晴れ 〃 33 23 プラスマイナス0 水量少なく土手はくずの葉やアレチウリ繁茂

小林 渋田川 神奈川 伊勢原 太田橋 2019/8/9 11時55分 晴れ 〃 36 28 プラス３ 中型鯉2匹 橋の上の温度高いが日陰は1度減

小林 渋田川 神奈川 伊勢原 上谷橋 2019/8/9 11時45分 晴れ 〃 35.5 28 プラス5 中型大型鯉　3匹　　小魚の姿無し

小林 渋田川 神奈川 伊勢原 川上橋 2019/8/9 10時50分 晴れ 〃 35 25 プラス３ 大型の鯉が2匹　小魚の姿無し

小林 渋田川 神奈川 伊勢原 道灌橋 2019/8/9 11時25分 晴れ 〃 35 26 プラス2 小魚の群れ7匹 魚は15㎝　アブラハヤかな？

坂井 大根川 神奈川 平塚 大根橋 2019/8/11 14時02分 晴れ 晴れ 34 27 プラス4 水澄んでいる

坂井 大根川 神奈川 平塚 大畑橋 2019/8/11 13時30分 〃 〃 34 29 プラス2 水濁り

坂井 大根川 神奈川 平塚 真田橋 2019/8/11 13時49分 〃 〃 34 32 プラス4 水澄んでいる　小魚いる

坂井 大根川 神奈川 平塚 ひので橋 2019/8/11 14時10分 〃 〃 34 30.5 プラス3.5 水澄んでいる、

佐々木 葛葉川 神奈川 秦野 九沢橋 2019/8/11 11時32分 〃 〃 29 20 プラスマイナス0 魚群れで泳いでいる、

佐々木 葛葉川 神奈川 秦野 葛葉橋 2019/8/11 11時22分 〃 〃 29 水なし 草多い

佐々木 葛葉川 神奈川 秦野 向山橋 2019/8/11 11時09分 〃 〃 29 21 プラス2 水キレイ、トンボクロアゲハ三田、草多い

佐々木 葛葉川 神奈川 秦野 四山橋 2019/8/11 11時 〃 〃 26 18 プラス2 水キレイ、水少ない、ツバメ飛んでいる、草が多い

佐藤(貴) 鈴川 神奈川 平塚 岡崎大橋 2019/8/11 14時04分 晴れ 36.5 31.7 プラス4.3 濁っている、水量少ない、魚影なし、ヨシある。

佐藤(貴) 鈴川 神奈川 平塚 新白鬚橋 2019/8/11 14時21分 晴れ 36.5 30.1 プラス2.6 濁っていた、魚影なし、釣り人15㎝恋都留、アレチウリある、ヨシなし

佐藤(貴) 鈴川 神奈川 平塚 東橋 2019/8/11 13時46分 晴れ 37 31.9 プラス3.2 濁っている、水量少、魚影見えず、ヨシあり。

佐藤(道) 河内川 神奈川 平塚 蔵之前橋 2019/8/11 15時04分 晴れ 32 30.6 プラス3.4
川幅一杯の水流。水量は豊かで流れは速い。やや濁っている。下流にヨシ繁茂。流れが速い

ため魚は見えなかった。アレチウリなし。上流、下流にアジサイが植栽されている。

佐藤(道) 河内川 神奈川 平塚 下河原橋 2019/8/11 15時27分 晴れ 32.2 30.9 プラス3.9
水路全面に水流あり。水量はやや豊かでやや濁っている。下流にアユらしき、5～10cmの魚、

10匹程度。アレチウリなし。

佐藤(道) 河内川 神奈川 平塚 万年橋 2019/8/11 15時14分 晴れ 32.8 31.1 プラス3.9
ヨシが少なくなり、水路は川幅一杯。水量は豊かで流れは速い。やや濁っている。流れが速い

ため魚は見えなかった。アレチウリなし。

佐藤(道) 金目川 神奈川 平塚 吾妻橋 2019/8/11 13時40分 晴れ 34.1 30.8 プラス5.9

水は豊かで澄んでいる。堤防幅１／３ぐらいの水流。右岸は堤防まで川。左岸の水辺は小石

の川原。下流に10cm以下のアユ、多数が群れてコケを食んでいた。アレチウリなし。右岸堤

防にアジサイ、オオブタクサ、ムクゲ。下流をイカルチドリが鳴きながら飛翔、河原に降りて歩

く。橋が工事中で採水が難しく、少しの水しか取れない。

佐藤(道) 金目川 神奈川 平塚 新霞橋 2019/8/11 14時26分 晴れ 32.4 33.5 プラス8.5

水面は川幅の１／６程度。流れは殆ど止まっている。左岸は堤防付近は水流なく、右岸は岸

辺に小石の川原と草地。魚は見えなかった。アレチウリなし。右岸下流側にオオブタクサ。左岸

下流にクズ。

佐藤(道) 金目川 神奈川 平塚 水神橋 2019/8/11 14時06分 晴れ 晴れ 32.2 32.1 プラス7.3

水面は堤防幅の１／３。右岸は堤防まで水面。左岸は岸辺に草地。水流は殆ど見られず、藻

が繁茂している。水は澄んではいる。魚は見えなかった。アレチウリは、水神橋と霞橋の間の

右岸に少し生えていた。飯泉堰下流では、水流なし。



佐藤(道) 金目川 神奈川 平塚 金目通学橋 2019/8/11 13時26分 晴れ 〃 33.4 30.6 プラス3.4

流れは川幅の１／２程度。流れは緩やかで澄んでいる。左岸の川辺に草地。右岸は堤防まで

川。下流に10cm程度の魚、３匹。アレチウリなし。左岸にオオブタクサ。下流でコシアカツバメ

が飛びながら水飲み。上流、下流で水遊びが数名。

高津 座禅川 神奈川 平塚 座禅川橋 2019/8/12 11時20分 曇り 〃 32.5 26 プラス1.
ヨシ、オオイヌタデ、オオブタクサ、数珠玉、クズ、里芋、アレチウリ。ハグロトンボ。小魚多数見

える。

高津 座禅川 神奈川 平塚 寺分大橋 2019/8/12 11時05分 曇り 〃 31.5 26 プラス2
ヨシ、オオイヌタデ、オオブタクサ、数珠玉。シオカラトンボ、ハグロトンボ。ハクセキレイ。小魚

多数,大きな鯉多数。

高津 座禅川 神奈川 平塚 芳盛寺橋 2019/8/12 11時30分 曇り 〃 33 25 プラス1
ヨシ、オオイヌタデ、数珠玉、ヨモギ、オオブタクサ、クルミ、ススキ。シオカラトンボ

ハグロトン。ウグイ、ハヤらしき小魚多数、大きな鯉多数。

高津 室川 神奈川 秦野 今泉蛍橋 2019/8/12 10時00分 薄曇り 〃 31.5 19 プラスマイナス0
数珠玉、オオイヌタデ、オオブタクサ、アシ、ススキ、アレチウリ、カナムグラ。小さな蝶、ギンヤ

ンマ。番の鴨(カルガモの♂♀は識別が難しい？)。アブラハヤらしき小魚多数。

高津 室川 神奈川 秦野 川久保橋 2019/8/12 9時20分 薄曇り 〃 29 24 プラスマイナス0
数珠玉、オオブタクサ、カナムグラ、オオイヌタデ、アレチウリ、ススキ、カラムシ。生き物見えな

い。魚影見えない。

高津 室川 神奈川 秦野 白笹橋 2019/8/12 9時40分 薄曇り 〃 31 22 マイナス1
オオブタクサ、カラムシ、オオイヌタデ、数珠玉、里芋、クルミ、桑、臭木。生き物見えない。魚影

見えない。

高津 室川 神奈川 秦野 中尾橋 2019/8/12 9時50分 薄曇り 〃 31 19 プラスマイナス0
護岸は石垣やコンクリート。オオイヌタデ、アシ、ススキ、オオブタクサ、カラムシ。ハグロトン

ボ、黒い尾・黄色の帯を持つ持つトンボ(オニヤンマ？)。魚影見えない。

露木 善波川 神奈川 伊勢原 桜橋 2019/8/11 13時30分 晴れ 晴れ 33.2 24 プラス1.5 生き物アメンボ、カメ、　　ヨシ・アレチウリ生えていない、

露木 善波川 神奈川 伊勢原 出口橋 2019/8/11 13時45分 晴れ 晴れ 33 27.3 プラス3.5 生きものアメンボ、アメリカザリガニ、オイカワ、　ヨシ・アレチウリなし

露木 善波川 神奈川 秦野 矢茂井橋 2019/8/11 13時56分 〃 〃 32.8 30.2 プラス3.2 生き物アメンボ、オイカワ　ヨシ・ツルクサ生えておる、アレチウリなし

永尾 金目川 神奈川 秦野 入船橋 2019/8/11 17時10分 晴れ 〃 30 23.5 プラス2.5

ヨシあり、アレチウリなし、ブタクサなし。魚は皆無。水は澄んでいる。水位は平水より２０cm程

度低い。釣り人は全く見かけずーー鮎だけでなく、魚がいない、少ない証拠。昨年より川の中

に藻が非常に多い。

永尾 金目川 神奈川 秦野 弘法橋 2019/8/11 15時50分 晴れ 〃 31 24 プラス4

ヨシあり、アレチウリなし、ブタクサなし。鮎は堤防の直下に少数いる。水は澄んでいる。水位

は平水より２０cm程度低い。釣り人は全く見かけずーー鮎だけでなく、魚がいない、少ない証

拠。堤防横の湧き水は２０Ｃ。

永尾 金目川 神奈川 秦野 十代橋 2019/8/11 16時40分 晴れ 〃 31 24 プラス3

ヨシあり、アレチウリなし、ブタクサなし。魚、魚を狙う鳥は見かけず。水は澄んでいる。水位は

平水より２０cm程度低い。釣り人は全く見かけずーー鮎だけでなく、魚がいない、少ない証

拠。

永尾 金目川 神奈川 秦野 天王下橋 2019/8/11 16時20分 晴れ 〃 31 24 プラス３

ヨシあり、アレチウリなし、ブタクサなし。魚、魚を狙う鳥を見かけず。水は澄んでいる。水位は

平水より２０cm程度低い。釣り人は全く見かけずーー鮎だけでなく、魚がいない、少ない証

拠。河川工事でブルドーザーを入れたため、川があれて、魚が少ない。

永尾 金目川 神奈川 秦野 蓬莱橋 2019/8/11 15時07分 晴れ 〃 31 26 プラス5
ヨシあり、アレチウリなし、ブタクサなし。鮎は少数いる、コイは多数いる。アユ釣りの人が２

人。水は澄んでいる。

永尾 金目川 神奈川 秦野 大安橋 2019/8/11 15時30分 晴れ 〃 31 24 プラス4

ヨシあり、アレチウリなし、ブタクサなし。魚は皆無。昨年より川の中に藻が多い。水は澄んで

いる。水位は平水より20cm程度低い。釣り人は全く見かけずーー鮎だけでなく、魚がいな

い、少ない証拠。川が浅くなっている。年初にブルが川底を耕したためか？。

西岡 渋田川 神奈川 平塚 新大繩橋 2019/8/11 13時15分 快晴 〃 31.5 29.1 プラス2.4 河床整地か？。水量やや多し。土手草刈り。

西岡 渋田川 神奈川 平塚 立堀橋 2019/8/11 13時45分 快晴 〃 34 29.5 プラス3 河床整地か？。水量やや多し。土手一部草刈り。カワウ13羽。

西岡 渋田川 神奈川 平塚 玉川橋 2019/8/11 14時00分 快晴 〃 29 29.5 プラス3 水量やや多し。濁りあり（鈴川から？）。土手一部草刈り。

西岡 渋田川 神奈川 平塚 中原橋 2019/8/11 13時30分 快晴 〃 30 29.1 プラス2.4 河床整地か？。水量やや多し。土手草刈り。アユ、鯉。

府川 金目川 神奈川 大磯 高麗大橋 2019/8/11 快晴 〃 30.4 プラス4.8

府川 金目川 神奈川 平塚 下花水橋 2019/8/11 快晴 〃 29.8 プラス4. 満潮であった。流れは弱く、水たまり状態である）・・水量多く

府川 金目川 神奈川 大磯 花水橋 2019/8/11 快晴 〃 30.6 プラス5

府川 金目川 神奈川 平塚 平塚大橋 2019/8/11 晴れ 〃 31 プラス6.5 上流の湧き水が集まって、きれいな流れである。例年の如く、水量少ない

府川 金目川 神奈川 平塚 花水川橋 2019/8/11 快晴 〃 29.7 プラス3.9 満潮で、台風９号で波が高く、押し寄せている



安池 金目川 神奈川 秦野 金目川橋 2019/8/11 13時30分 晴れ 〃 34 23 プラス4 水少なく感じる、生き物見えない。

安池 金目川 神奈川 秦野 才戸橋 2019/8/11 13時50分 〃 〃 34 20.5 プラス2 水少く感じる、雑草に覆われている「新東名工事」

安池 金目川 神奈川 秦野 蓑毛庵前 2019/8/11 14時05分 〃 〃 28.5 18.5 プラス1.5 水量少なく感じる

露木 板戸川 神奈川 平塚 板戸川橋 2019/8/11 14時15分 〃 〃 32.8 30.2 プラス0.3 生きものオイカワ　　ヨシ、ツルヨシ生えている、アレチウリなし

露木 板戸川 神奈川 伊勢原 木津根橋 2019/8/11 14時28分 〃 〃 32.2 29 プラス１ 生き物オイカワ　　ヨシ繁茂、アレチウリなし

露木 鈴川 神奈川 伊勢原 叔母様橋 2019/8/11 14時47分 〃 〃 31.8 24 プラス１ 生き物アメンボ　　ヨシ・アレチウリない

露木 鈴川 神奈川 伊勢原 東橋 2019/8/11 14時07分 〃 〃 31.8 28 プラス2 生き物オイカワ　　ツルヨシ生えている、アレチウリない

吉田 水無川 神奈川 秦野 風のつり橋 2019/8/11 10時10分 〃 〃 26 33 プラス9 夏休みで水遊び家族連れ多数、川は良く整備されている。水深10㎝、透明。

吉田 水無川 神奈川 秦野 平和橋 2019/8/11 10時25分 晴れ 28 28 プラス４ 川の流れわずかで、ほぼ川底露出。部分的におたまじゃくし多数。

吉田 水無川 神奈川 秦野 掘戸大橋 2019/8/11 10時50分 晴れ 30 - 水なし 川の流れなく川底露出。

吉田 水無川 神奈川 秦野 まほろば大橋 2019/8/11 11時20分 晴れ 30 - 〃 川の流れなく川底露出。

吉田 水無川 神奈川 秦野 室川橋 2019/8/11 11時30分 晴れ 26 32 プラス3 川は流れ少ない。アユ遊泳あり。

今回の追加分

府川 神奈川 平塚 海水 2019/8/11 快晴 29
大島、房総半島、箱根、大山、丹沢などよく見える。波が高く、サーフィンをやっている人はい

ない。

府川 鈴川 神奈川 平塚 高麗大橋 2019/8/11 快晴 30.4
府川 河内川 神奈川 平塚 河口 2019/8/11 快晴 29
府川 金目川 神奈川 平塚 鈴川合流点 2019/8/11 快晴 33.2 水が動いていない所

永尾
三笠川

神奈川 平塚 滝沢境橋 2019/8/11 13時36分 晴れ 30 27
魚、鳥は全く見かけない。水は澄んでいる。従来、ゴミ捨て場で悪臭がしたが、意外なことに今

回は悪臭はない。


